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オープンワイヤレスが照らす地域の未来
The Future of Regional Community Led by Open Wireless Technologies

 大石　光
OISHI Hikari

1.  はじめに

特集2

概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する

マイクロキャストシステムを紹介する。このマイクロキャストシステムを受けて、インテックの取り組み、慶應義塾

大学SFC研究所の取り組みを紹介する。おわりに、今後の展望を述べる。
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略

認証、IPアドレス設定など(論理的接続)

R1

R2

R3 U1

IP インター
ネットなど

無線

※U1は、サービスによっては未定義
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図２  基地局のカバー範囲
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図３ ２.５GHz帯の電波使用
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する

マイクロキャストシステムを紹介する。このマイクロキャストシステムを受けて、インテックの取り組み、慶應義塾
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略

認証、IPアドレス設定など(論理的接続)
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図２  基地局のカバー範囲
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図３ ２.５GHz帯の電波使用
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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1.  はじめに
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概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する

マイクロキャストシステムを紹介する。このマイクロキャストシステムを受けて、インテックの取り組み、慶應義塾

大学SFC研究所の取り組みを紹介する。おわりに、今後の展望を述べる。
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
参考文献

[1] モバイルが「オープン」になる衝撃”携帯電話ができなかったこと”の
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● 慶應義塾大学SFC研究所 所員（訪問）

　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略

認証、IPアドレス設定など(論理的接続)
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R2

R3 U1

IP インター
ネットなど

無線
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図２  基地局のカバー範囲
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図３ ２.５GHz帯の電波使用
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略

認証、IPアドレス設定など(論理的接続)
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図２  基地局のカバー範囲
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図３ ２.５GHz帯の電波使用
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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1.  はじめに
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概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する

マイクロキャストシステムを紹介する。このマイクロキャストシステムを受けて、インテックの取り組み、慶應義塾

大学SFC研究所の取り組みを紹介する。おわりに、今後の展望を述べる。
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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● ネットワーク&アウトソーシング事業本部
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● 地域WiMAX運営会社の技術支援業務に従事

● 慶應義塾大学SFC研究所 所員（訪問）

　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略

認証、IPアドレス設定など(論理的接続)
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図２  基地局のカバー範囲
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2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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1.  はじめに

特集2

概要
　インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、ワイドリサーチ社ほかが出資したオープンワイヤ

レスプラットフォーム合同会社では、神奈川県藤沢市湘南台地区において、地域WiMAX通信サービスを行って

いる。

　本稿では、はじめに、21世紀型地域社会の創成を支えるのは、「オープンワイヤレス」であることを示す。そし

て、オープンワイヤレスと地域の関連について説明し、オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社の提唱する

マイクロキャストシステムを紹介する。このマイクロキャストシステムを受けて、インテックの取り組み、慶應義塾

大学SFC研究所の取り組みを紹介する。おわりに、今後の展望を述べる。
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　本稿では、地域WiMAXを中心に、オープンワイヤレスと地

域の関連について述べた。

　２０１０年現在は、研究段階の取り組みであるが、地域の未来

においては、オープンワイヤレスが、多様な人々による協働の

仕組みや、その仕組みの成長を裏で支える有力な技術となろう。

　また、今後のWiMAXの発展には、WiMAXフォーラムの相

互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)が、無線LANに

おけるWi-Fi AllianceのIOTと同様に、相互接続性が担保で

きるようになることが必要となるだろう。

　オープンな環境が整ったとしても、魅力的なサービスや端末

の登場とネットワークの拡大は、鶏と卵の関係にある。本稿で

紹介したマルチキャスト機能や位置情報等を地域の事業者が

自由に使えるようになり、地域の新しいエコシステム(生態系)

として、プラスのスパイラルが生まれる時、２１世紀型地域社会

の創成に向けた未来は拓けるであろう。

6.  おわりに

3.  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
        が提唱するマイクロキャストシステム

5.1  慶應義塾大学SFC研究所が目指すもの
　慶應義塾大学SFC研究所では、WiMAX技術を用いること

で、携帯電話事業者がネットワーク及びサービス設計をリード

する従来型ワイヤレス通信ビジネスモデルとは異なるオープ

ンなワイヤレス通信のビジネスモデルの開発を目指している。

(文献[３])

　本章では、慶應義塾大学SFC研究所を中心とした取り組み

とOWP社の関わりを紹介する。

5.2  地域ICT利活用モデル構築事業「ふじさわサイネージ」
　この事業は、総務省の平成２０年度２次補正事業「地域ICT

5.  慶應義塾大学SFC研究所における取り組み
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　２０１０年現在のインターネットでは、個人的なプライベート空

間から、一気に世界規模の空間に接続される。つまり、近所と

いう概念が存在しない。もし、地域の住民が活動する実空間で

ある近所と直結するネットワークがあれば、地域独自のサービ

スが出現し、２１世紀型地域社会の創成を支えるであろう。この

ような実空間へのコミュニケーションは、点と点を結ぶ光ファ

イバよりも、面をカバーできるワイヤレスが適している。

　では、地域における実空間へのコミュニケーションとして、ワ

イヤレスである携帯電話は適しているだろうか？携帯電話は、

2.  オープンワイヤレスと地域の関連

　本稿における「オープンワイヤレス」は、インターネットの水

平分業の仕組みをワイヤレスの世界に導入したもので、無線

LAN、そして、無線LANの兄貴分とも言われるWiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を指

している。

　無線LANとW iMAXは共に、ネットワークを提供する事業者が

接続する端末を制限しないオープン性のあるワイヤレス技術で

ある。無線LANの場合は、Wi-Fi(Wireless Fidelity) Alliance

の認証が相互接続性を担保し、WiMAXの場合は、W iMAX

フォーラムの認証が相互接続性を担保する。ただし、２０１０年

現在、WiMAXは発展段階の規格であり、WiMAXフォーラム

の認証だけでは、相互接続性が担保できず、事業者などが独自

の認証を行って、相互接続性を担保している。

　また、WiMAX規格の場合、図1のように、ネットワークの構

成要素がもつそれぞれの機能を明確化するためにネットワーク

参照モデルが定義され、それぞれの構成要素の間に参照点

(図1におけるR1、R２、R３、U1)を設けている。参照点におい

て相互接続性があるので、端末を提供するMS(Mobile  Station)

メーカ、無線接続機能などのASN(Access Service Network)

機能を提供するネットワークアクセス事業者、IP接続機能など

のCSN(Connectivity Service Network)機能を提供する

ネットワークサービス事業者、アプリケーションを提供する

ASP(Application Service Provider)事業者といったプレイ

ヤーが、部分的に参入できるようになっている。

2.2  近所をカバーできるWiMAX
　無線LAN、WiMAX、携帯電話について、1台の基地局がカ

バーできる範囲は、図２のとおりである。WiMAXは携帯電話

よりカバーできる範囲が狭いが、無線LANに比べると、ある程

度の広域をカバーできる。

2.3 WiMAX規格のサービスと地域について
　２０１０年現在、WiMAXの実用サービスで使われている

WiMAXフォーラムの規格は、モバイルWiMAXリリース1.０で

ある。IEEE８０２.１６-２００９を基にしたモバイルWiMAXリリース

1.５では、マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス

(MCBCS: Multicast Broadcast Service)や位置情報サー

　地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる１０MHz幅

の周波数帯のことであり、免許の対象区域のデジタル・ディバ

イドの解消、地域の公共サービスの向上等当該地域の公共の

福祉の増進に寄与するものであることが求められる画期的な

方策である。

　歴史的な経緯を振り返ると、２００７年に総務省が地域バンド

の免許方針案についての意見募集をした際は、WiMAX又は

XGP(eXtended Global Platform)が対象となる通信規格で

あった。しかし、意見募集の結果、「WiMAX フォーラムによる

検討に多数の団体が参加し標準化が最も進んでいた。」、

「ケーブルテレビ業界において、WiMAX 実証実験を進めてお

りノウハウの蓄積しつつあった。」などを理由に、WiMAXを希

望する要望が多かったため、当分の間はWiMAXのみが対象

となる通信規格となった。(文献[２])

　このため、地域バンドを活用した無線サービスのことは、地

域WiMAXと呼ばれるようになった。

　全国バンドのWiMAX事業者の場合は、全国をカバーするた

め、基地局は数万局という規模であり、契約数は数百万～数千万

という規模になるので、地域における近所という単位での細や

かな管理が難しくなる。これに比べ、地域WiMAX事業者は、

それぞれの市区町村をカバーすれば良く、基地局は数十局とい

う規模であり、契約数は数千～数万という規模になるので、地域

における近所という単位での細やかな管理が可能になる。

　このことを取っても、地域WiMAXというサービスは、地域

3.1  オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社
　慶應義塾大学SFC(Shonan Fujisawa Campus)研究所、

インテック、ジュピターテレコム社、ブロードバンドタワー社、

ワイドリサーチ社の５者は、地域WiMAX技術を利用した通信

サービスによるオープンな利用技術やビジネスモデルの創出

を目指し、次世代ネットワークのインフラ及びビジネスモデル

構築のための仕組みづくりについて検討を進めてきた。２００８年

11月２０日には、企業４社による神奈川県藤沢市における通信

サービス運営会社の設立と、慶應義塾大学SFC研究所による

萌芽的な研究開発活動の推進に関して上記の５者が合意した

と発表した。(文献[３])

　オープンワイヤレスプラットフォーム合同会社(以下OWP社)

は、地域ワイヤレスアクセス事業の提供のため、企業４社ほか

の出資を受け、２００９年３月３１日に神奈川県藤沢市に設立し

た。(文献[４])

　その後、２００９年６月２４日に、総務省関東総合通信局より神

奈川県藤沢市における地域WiMAXの無線局免許を取得し、

神奈川県藤沢市湘南台地区における地域WiMAX通信サービ

スを２００９年９月１７日より開始した。(文献[５])

　マイクロキャストシステムでは、「特定の顧客に効率的に情報

配信可能なマルチキャスト機能」や「位置情報を利用しての配信

受信者・配信領域規定機能」などのネットワーク機能が提供さ

れる予定であり、様々なプレイヤーが、２１世紀型地域社会の創

成に向けて地域社会の構造変革に寄与する市民サービスを提供

することを想定している。(文献[６])

　以下に、想定しているサービスの概要を示す。(文献[６])

(1)マイクロサイネージ

　目指すのは、電子回覧板、住民の誰もが出せる地域限定機能

　付き広告サービスである。

　用途としては、迷い犬、手伝い募集、特売情報などを想定して

　いる。

(２)マイクロモビリティ

　目指すのは、宅配便のような感覚で利用できる公共移動

　サービスである。

　簡単な操作で、自宅まで迎えが来ることを想定している。

(３)マイクロセンシング

　目指すのは、センサー情報を住民の携帯機から自動発信可能

　とするシステムである。

　発信される情報は、危険情報・渋滞情報・気候情報などを想

　定している。

(４)マイクロシェアリング

　目指すのは、常には必要でないもののシェアを容易に実現す

　るシステムである。

　車、自動車、大工道具などをシェアすることを想定している。

(５)マイクロヘルピング

　目指すのは、近所付き合いを助けるシステムである。

　情報機器などの使用法、故障修理などを助け合うことを想定

　している。

(６)マイクロブロードキャスティング

　目指すのは、新しい形態の地域放送(TV,FMなど)である。

　より住民に近い地域放送を想定している。

(７)マイクロインフォメーションサービス

　目指すのは、移動体の到着時間を発信するサービスである。

　バス、ゴミ収集車、宅配便などの情報を発信することを想定

　している。

(８)マイクロクラウドサービス

　目指すのは、個人・家庭を対象とした情報管理・ソリュー

　ション提供である。

　家計簿、家毎の環境評価・分析などを想定している。

　これらのサービスを実現するためには、将来的に、マルチ

キャスト機能、位置情報などをサービス事業者書が自由に使え、

かつ、地域における近所という単位での細やかな管理が可能

な、ネットワークサービスである地域WiMAXの利用が適して

いると考えることが出来るであろう。

4.  インテックにおける取り組み

4.1  インテックが目指すもの
　インテックは、インテックシステム研究所を通じて、地域 ICT

の利活用モデルとして、「マイクロサイネージ」に関する研究を

２００８年より行っている。２００９年には慶應義塾大学SFC研究

所と共同で「地域WiMAXを利用したマイクロサイネージシス

テム」の開発に着手、大学キャンパス内を拠点としてコンテン

ツ流通の仕組みやオープンな端末を利用したビジネスモデル

の検証を行ってきた。これらの研究で得られた技術や経験を活

かしていくとともに、地域における情報流通のメディアプラット

フォームとしてのシステム完成度を高め、同じ課題を抱える地

域のメディア事業活性化に貢献したいと考えている。(文献[７])

4.2   富山メディアプラットフォーム
　２０１０年６月２１日、慶應義塾大学SFC研究所プラットフォー

ムデザインラボ、慶應義塾大学SFC研究所地域情報化研究

　行政情報や地域情報を、内容に応じて目指す地域の市民セン

ター等に設置された地域電子掲示板（＝ふじさわサイネージ）に

自動的・簡単に配信するシステムの構築や、市民ボランティア等

による、地域に関係した情報を簡単に収集、発信できる仕組み

及び運用体制を構築することが目的である。(文献[８])

　地域情報の流通を活性化し、地域力の向上を図り、地域主導

型・地域完結型のまちづくりを支える狙いがある。(文献[８])

5.3  WiMAXを利用したデータ収集システム
　　  による環境負荷低減の実証
　この事業は、総務省の平成２１年度第２次補正予算「ネット

ワーク統合制御システム標準化等推進事業」により、慶應義塾

大学SFC研究所が代表機関として受託した協働事業である。

　この事業では、機器・デバイスに関わるエネルギーサービス、

情報サービスを誰もが自由に追加し、消費者が選択できる情報

インフラの構築を目指している。(図８参照)

　この事業の実証実験の中で、WiMAXでマルチキャストを用

いた場合の周波数有効利用度を検証する予定である。OWP社

は、この実証実験の中で、地域WiMAX回線を提供する。

ビス(LBS: Location Based Service)がオプションとして追

加されている。

　マルチキャストや位置情報に関するサービスは、携帯電話事

業者でも実現している。しかし、MCBCSやLBSを採用しサー

ビスがオープン化されることで、それぞれのプレイヤーは、参

照点に準拠したサービスの開発をすれば良く、様々なプレイ

ヤーの参入による水平分業メリットが得られ、地域独自のサー

ビスを作りやすくなる。

　例えば、LBSについては、ASPがCSNに問い合わせするこ

とで、MSの位置情報を取得し、MSがどの地域にいるのか分

かる。また、MCBCSについては、ゾーンを指定して同報する

という機能があり、近所限定の配信をすることができる。

の住民が活動する実空間である近所と直結するネットワーク

に最も適している。地域WiMAXにおいて、単純なインター

ネット接続サービスだけではなく、地域の住民の活動と直結

したサービスが出現すると、２１世紀型地域社会の創成を支え

ることに寄与するであろう。

3.2  マイクロキャストシステムについて
　OWP社では、必要な人・場所に必要な情報を配信可能とす

る新しい地域パーソナルメディアを「マイクロキャストシステ

ム」と呼んでいる。（図４参照）

図４  マイクロキャストシステム

図６  ふじさわサイネージのイメージ図

図７  コ・モビリティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開発された
　　  電気自動車に搭載された電子掲示板

図８  WiMAXを利用したデータ収集システムによる環境負荷低減の実証

コンソーシアム、インテック、チューリップテレビ社は、「県域テ

レビ局による地域における情報流通を維持・拡大させるメディ

ア事業の設計に関する共同研究『富山メディアプラットフォー

ム』」を開始した。(文献[７]) (図５参照)

　「富山メディアプラットフォーム」は、県域テレビ局、ケーブ

ルテレビ事業者や地域WiMAX事業者などに代表される地域

における通信インフラ提供会社、地域に参入を希望する地域外

事業者、既に当該地域で事業を展開される地域内事業者が

「地域住民から注目を得られる＝視聴率を取れる番組」を協

働制作することにより、「地域内において住民に見られる番組

の拡大」と「各企業が欲する地域内での広告宣伝効果の獲得」

の両立を目指す取り組みである。共同研究開始に際して、２００９

年より1年をかけて実務レベルでの検討を推進してきた。(文献

[７])

　今後のスケジュールとしては更に詳細検討を進め、２０１１年

初頭に実証研究を予定している。(文献[７])

図５  富山メディアプラットフォームのイメージ図

2.1  オープンワイヤレスの相互接続性とWiMAX
　　　ネットワーク参照モデルから見えるプレイヤー

図1  WiMAXネットワーク参照モデルの概略
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図３ ２.５GHz帯の電波使用

XGP方式
WILLCOM社

ガ
ー
ド

地域
WiMAX

ガ
ー
ド

WiMAX方式
UQコミュニケーションズ社

2545MHz 2575MHz

2582MHz 2592MHz

2595MHz 2625MHz

全国バンド
(30MHz)

ガードバンド
(7MHz)

地域バンド
(10MHz)

ガードバンド
(3MHz)

全国バンド
(30MHz)

デバイス管理システムA

情報サービス
プロバイダ

ID解決サーバー

デバイス管理システムB エネルギーサービスプロバイダ

ホームサーバ

WiMAX端末

WiFi Mesh

ZigBee

RFID

WiMAX BS

CSN

CSNInternet

IPv6

接続された機器・デバイスのIDを
組み込み電子タグで自動的に認識

ホームサーバーからの
問い合わせに対しIDに
関連するサービスを
発見・通知

設定ファイル、ファーム
ウェアの同報配信

ファームアップグレード

メータリング

省エネモニタ

同型冷蔵庫オーナーの
コミュニティサイト

組み込み電子タグで
機器を自動認識

環境センシング

2.4  地域WiMAXについて
　BWA(Broadband Wireless Access)が利用する周波数

帯域として、電波利用を管轄する総務省では、図３に示すよう

に、全国バンドと地域バンドを設定している。

　地域の住民が活動する実空間である近所の範囲に対して

サービスをすることを考える場合、限定的な通信エリアの無線

LANだけでなく、比較的広域な通信エリアのWiMAXを利用

することが有効である。WiMAXは1台の基地局で、近所に相

当するエリアをカバーできる。

　ただし、２.５GHz帯の電波は、携帯電話(８００MHz帯)に比べる

と直進性が高く、屋内などに電波が届きにくいという特性がある

ので、実利用にあたっては屋外についてはWiMAXでカバーし、

屋内については無線LANでカバーするという考え方もある。

アプリケーションや端末の開発について携帯電話事業者がコ

ントロールする部分が大きい。（文献[1]）いわゆる垂直統合型

のビジネスモデルである。これでは、高い品質を保った全国均

一のサービスを展開しやすい反面、携帯電話事業者以外の事

業者や企業などが地域独自のサービスを展開できない。オー

プンアーキテクチャの無線技術、水平分業型の「オープンワイ

ヤレス」を利用したネットワークが提供されることで、様々な

事業者や企業などが参入しやすくなり、地域に密着した中小企

業であっても、地域独自のサービスが展開できるようになる。

地域における実空間へのコミュニケーションには、携帯電話よ

りも「オープンワイヤレス」が適している。

※

　OWP社は、慶應義塾大学SFC研究所とふじさわサイネージ

協議会が２０１０年２月６日に藤沢市秋葉台文化体育館において

共同で行ったスポーツイベントにおける仮設型電子掲示板シス

テム実験に、地域WiMAX回線を提供した。図７は、コ・モビリ

利活用モデル構築事業」による、慶應義塾大学SFC研究所と

地域のNPO等と藤沢市との協働事業である。(文献[８])

　「ふじさわサイネージ」とは、市役所・市民センターなどの

公共施設や大学などに設置した液晶ディスプレイに行政情報

や地域情報を配信する仕組みである。(文献[８]) (図６参照)

ティ社会の創生プロジェクト(http://co-mobility.com/)で開

発された電気自動車に搭載された電子掲示板である。

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［６］

出典：インテック文献［７］ 出典：総務省文献［９］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１０］

出典：慶應義塾大学SFC研究所文献［１１］

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み


